
　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円）

　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円）

　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円）

　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円） 　　平成２５年３月３１日現在 (単位：円）

社会福祉法人 宮 崎 福 祉 会  貸借対照表　　　　社会福祉法人 宮 崎 福 祉 会  貸借対照表　　　　社会福祉法人 宮 崎 福 祉 会  貸借対照表　　　　社会福祉法人 宮 崎 福 祉 会  貸借対照表　　　　 　　　　本　　部  貸借対照表　　　　　　　　本　　部  貸借対照表　　　　　　　　本　　部  貸借対照表　　　　　　　　本　　部  貸借対照表　　　　 　　　　中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　中央保育園  貸借対照表　　　　 　　　　高千穂乳児保育園  貸借対照表　　　　　　　　高千穂乳児保育園  貸借対照表　　　　　　　　高千穂乳児保育園  貸借対照表　　　　　　　　高千穂乳児保育園  貸借対照表　　　　

資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額 資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額

流動資産 365,177,298 流動負債 141,819,696 流動資産 29,749,918

負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額

流動資産 18,718,937 流動負債 141,600

固定資産 2,073,540,940 固定負債 231,154,870 固定資産 412,026

流動負債 13,547,550 流動資産 24,662,273 流動負債 1,179,715

固定資産 77,852,831 固定負債 4,645,908

　基本財産 1,332,433,573 負債の部合計 372,974,566 　基本財産 0

固定負債 0 固定資産 189,996,845 固定負債 26,871,134

　基本財産 1 負債の部合計 4,787,508

その他の固定資産 741,107,367 基本金 244,059,194 その他の固定資産 412,026

負債の部合計 13,547,550 　基本財産 153,245,942 負債の部合計 28,050,849

その他の固定資産 77,852,830 基本金 7,098,082

　　

国庫補助等特別

積立金

636,130,631 　　

基本金 19,905,104 その他の固定資産 36,750,903 基本金 39,907,845

　　

国庫補助等特別

積立金

0

　　 その他の積立金 485,316,569 　　

国庫補助等特別

積立金

0 　　

国庫補助等特別

積立金

18,710,544

　　 その他の積立金 67,844,955

　　

次期繰越活動収

支　　差額

700,237,278 　　

その他の積立金 0 　　 その他の積立金 11,900,000

　　

次期繰越活動収

支　　差額

16,841,223

　　 純財産の部合計 2,065,743,672 　　

次期繰越活動収

支　　差額

-3,290,710 　　

次期繰越活動収

支　　差額

116,089,880

　　 純財産の部合計 91,784,260

資産の部合計 2,438,718,238 負債・純資産の部合計 2,438,718,238 資産の部合計 30,161,944

純財産の部合計 16,614,394 　　 純財産の部合計 186,608,269

資産の部合計 96,571,768 負債・純資産の部合計 96,571,768

民生館保育園  貸借対照表　　　　民生館保育園  貸借対照表　　　　民生館保育園  貸借対照表　　　　民生館保育園  貸借対照表　　　　 　　　　波島保育園  貸借対照表　　　　　　　　波島保育園  貸借対照表　　　　　　　　波島保育園  貸借対照表　　　　　　　　波島保育園  貸借対照表　　　　 　　　　住吉中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉中央保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉中央保育園  貸借対照表　　　　 　　　　広原保育園  貸借対照表　　　　　　　　広原保育園  貸借対照表　　　　　　　　広原保育園  貸借対照表　　　　　　　　広原保育園  貸借対照表　　　　

負債・純資産の部合計 30,161,944 資産の部合計 214,659,118 負債・純資産の部合計 214,659,118

資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額

流動資産 58,590,389 流動負債 40,097,240 流動資産 20,505,363

負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額

流動資産 19,462,603 流動負債 138,556

固定資産 127,656,865 固定負債 2,746,848 固定資産 87,708,022

流動負債 210,819 流動資産 21,032,736 流動負債 119,964

固定資産 59,648,963 固定負債 4,113,300

　基本財産 17,387,813 負債の部合計 42,844,088 　基本財産 19,116,854

固定負債 4,273,692 固定資産 93,278,607 固定負債 3,455,354

　基本財産 1 負債の部合計 4,251,856

その他の固定資産 110,269,052 基本金 20,550,703 その他の固定資産 68,591,168

負債の部合計 4,484,511 　基本財産 30,040,331 負債の部合計 3,575,318

その他の固定資産 59,648,962 基本金 5,160,048

　　

国庫補助等特別

積立金

0 　　

基本金 6,479,383 その他の固定資産 63,238,276 基本金 36,616,806

　　

国庫補助等特別

積立金

0

　　 その他の積立金 22,784,000 　　

国庫補助等特別

積立金

18,140,084 　　

国庫補助等特別

積立金

13,730,858

　　 その他の積立金 51,483,000

　　

次期繰越活動収

支　　差額

100,068,463 　　

その他の積立金 58,475,000 　　 その他の積立金 45,082,500

　　

次期繰越活動収

支　　差額

18,216,662

　　 純財産の部合計 143,403,166 　　

次期繰越活動収

支　　差額

20,634,407 　　

次期繰越活動収

支　　差額

15,305,861

　　 純財産の部合計 74,859,710

資産の部合計 186,247,254 負債・純資産の部合計 186,247,254 資産の部合計 108,213,385

純財産の部合計 103,728,874 　　 純財産の部合計 110,736,025

資産の部合計 79,111,566 負債・純資産の部合計 79,111,566

住吉東保育園  貸借対照表　　　　住吉東保育園  貸借対照表　　　　住吉東保育園  貸借対照表　　　　住吉東保育園  貸借対照表　　　　 　　　　富吉保育園  貸借対照表　　　　　　　　富吉保育園  貸借対照表　　　　　　　　富吉保育園  貸借対照表　　　　　　　　富吉保育園  貸借対照表　　　　 　　　　住吉南保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉南保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉南保育園  貸借対照表　　　　　　　　住吉南保育園  貸借対照表　　　　 　　　　宮崎民生館  貸借対照表　　　　　　　　宮崎民生館  貸借対照表　　　　　　　　宮崎民生館  貸借対照表　　　　　　　　宮崎民生館  貸借対照表　　　　

負債・純資産の部合計 108,213,385 資産の部合計 114,311,343 負債・純資産の部合計 114,311,343

資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額

流動資産 15,142,947 流動負債 670,180 流動資産 98,639,347

負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額

流動資産 15,564,364 流動負債 445,232

固定資産 258,482,530 固定負債 48,306,946 固定資産 145,292,323

流動負債 83,916,248 流動資産 15,009,986 流動負債 241,664

固定資産 277,508,855 固定負債 5,642,104

　基本財産 204,203,966 負債の部合計 48,977,126 　基本財産 99,622,438

固定負債 2,327,016 固定資産 162,363,433 固定負債 8,253,828

　基本財産 208,738,468 負債の部合計 6,087,336

その他の固定資産 54,278,564 基本金 7,589,579 その他の固定資産 45,669,885

負債の部合計 86,243,264 　基本財産 109,829,411 負債の部合計 8,495,492

その他の固定資産 68,770,387 基本金 19,780,073

　　

国庫補助等特別

積立金

0 　　

基本金 4,541,291 その他の固定資産 52,534,022 基本金 6,765,672

　　

国庫補助等特別

積立金

135,780,507

　　 その他の積立金 40,556,984 　　

国庫補助等特別

積立金

80,732,521 　　

国庫補助等特別

積立金

62,365,464

　　 その他の積立金 42,756,900

　　

次期繰越活動収

支　　差額

176,501,788 　　

その他の積立金 25,957,000 　　 その他の積立金 40,500,000

　　

次期繰越活動収

支　　差額

88,668,403

　　 純財産の部合計 224,648,351 　　

次期繰越活動収

支　　差額

46,457,594 　　

次期繰越活動収

支　　差額

59,246,791

　　 純財産の部合計 286,985,883

資産の部合計 273,625,477 負債・純資産の部合計 273,625,477 資産の部合計 243,931,670

純財産の部合計 157,688,406 　　 純財産の部合計 168,877,927

資産の部合計 293,073,219 負債・純資産の部合計 293,073,219

救護施設 すみよし  貸借対照表　　　　救護施設 すみよし  貸借対照表　　　　救護施設 すみよし  貸借対照表　　　　救護施設 すみよし  貸借対照表　　　　 　　　　小戸母子生活支援施設  貸借対照表　　　　　　　　小戸母子生活支援施設  貸借対照表　　　　　　　　小戸母子生活支援施設  貸借対照表　　　　　　　　小戸母子生活支援施設  貸借対照表　　　　

負債・純資産の部合計 243,931,670 資産の部合計 177,373,419 負債・純資産の部合計 177,373,419

流動資産 25,889,063 流動負債 1,110,928 流動資産 2,209,372

負債・純資産の部 金　額資　産　の　部 金　額 負債・純資産の部 金　額 資　産　の　部 金　額

固定資産 593,145,689 固定負債 120,518,740 固定資産 193,951

流動負債 0

　基本財産 490,248,348 負債の部合計 121,629,668 　基本財産 0

固定負債 0

その他の固定資産 102,897,341 基本金 68,326,676 その他の固定資産 193,951

負債の部合計 0

　　

国庫補助等特別

積立金

306,670,653 　　

基本金 1,337,932

　　 その他の積立金 77,976,230 　　

国庫補助等特別

積立金

0

　　

次期繰越活動収

支　　差額

44,431,525 　　

その他の積立金 0

　　 純財産の部合計 497,405,084 　　

次期繰越活動収

支　　差額

1,065,391

資産の部合計 619,034,752 負債・純資産の部合計 619,034,752 資産の部合計 2,403,323

純財産の部合計 2,403,323

負債・純資産の部合計 2,403,323


